
2021/03/24 Wed~03/25 Thu

日程：2021年3月25日(木)
会場：赤レンガ倉庫
開催時間はホームページ等をご覧ください。

※来場者の方へのお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からご来場の際はマスク着用の上お越しください。

●公開審査会

●審査員

●特別協賛

赤れんが卒業設計展2022

●会場協賛
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2021/03/24 Wed~03/25 Thu

JR各線「新宿駅」駅南口から徒歩 約12分
都営新宿線・京王新線 「新宿」駅から徒歩 約10分
京王新線 「初台」駅から徒歩 約6分
都営大江戸線 「都庁前」駅 A4またはA5出口から徒歩 約8分
小田急線 「参宮橋」駅から徒歩 約10分

（代表）中島弘樹  

akarenga2022@gmail.com https://www.akarengadiploma.com
HOMEPAGE

●お問い合わせ

赤れんが卒業設計展2022

●会場協賛

●アクセス　

赤れんが卒業設計展２０２２における感染症対策について
1. 健康と安全のための基本的な考え方
・来場者と関係者を含む関わる全ての人の健康管理に留意する。
・館内の消毒や換気を行うなど利用者の皆様が安心してご利用いただける取り組みを進める。
・「新しい生活様式」や内閣官房 ( 新型コロナウイルス等感染症対策推進室 ) からの通知、関連する業界団体が作成    
　したガイドラインに沿って運営を進めていく。

2. ご来場される皆様へのお願い事項
・予めご自宅等で検温をお願いします。
　37.5 度を目安とした発熱又は風邪の症状がある場合は来館をお控えください。
・施設入館時に手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
・マスク着用のご協力
　展示ホールに入館する人は鼻から顎まで覆うようにマスクの着用が必要となります。
・大声での会話はお控えください。
・備品を利用する際には、手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
   また、備品類の取扱者を事前に定め、複数人での共用はご遠慮ください。
・飲食は自粛し、やむを得ない場合は、感染リスクが高いため、次の項目を守ってください。
　対面禁止・会話禁止・十分な間隔の確保・酒類の持込禁止

■下記事項に該当する方のご来場はご遠慮ください
・新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人に感染が疑われている方
・令和４年３月２日付外務省通知「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」にお

　ける、入国後の待機期間内の帰国者・入国者との濃厚接触がある方

※感染時に重篤化する可能性の高い高齢者や持病のある方は、ご来場について慎重な検討をお願いいたします
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赤れんが卒業設計展実行委員について

実行委員長挨拶

テーマ

参加大学

リンク

「赤れんが卒業設計展」は2004年に10大学の建築系学生によって「10展」として始まりました。2019年
に関東圏内の公募制で行い、2020年に全国公募制にしたことで年々参加校も増加し、日本最大級の卒
業設計展と成長しました。
19回目を迎えた本年度も全国公募制で行い、2年ぶりに原点である横浜赤レンガ倉庫で開催します。
長引く新型コロナウイルスの影響は、今までにない価値を見出す良い転機になりました。今年度のテ
ーマである「Continuation +2022」には、これらの発見や、拍車がかかる時代の発展速度を"continua-
tion（継続）" し、加えて、この環境に順応し始めた2022年度ならではの良さを”＋（累加）”したいという
願いが込められています。
建築は世界を変えていく要になります。これから活躍する建築学生の集大成をあなたの目に焼き付け
てください。
       赤れんが卒業設計展2022　代表　中島弘樹

「Continuation +2022」
長引くコロナの影響で、生活意識や行動が変わってきたように思います。

しかし、新しいことを考える・挑戦する人が増え、今までにない価値や活動力を見出す良い転機でもあります。
この良い傾向や、拍車がかかる時代の発展速度を”continuation(継続)”すべきだと考えます。

加えて、この惨禍に順応し始めた2022年度ならではの良さを”+(累加)”して欲しいという願いを込めました。
本展が、多くのご支援のもと継続できることへの感謝もお伝えできればと考えています。

大阪工業大学　共立女子大学　工学院大学　　　芝浦工業大学　昭和女子大学　千葉大学

東京大学　　　東京工業大学　東京都市大学　　東京都立大学　東京理科大学　日本大学

日本工業大学　日本女子大学　武蔵野美術大学　早稲田大学

HOMEPAGE
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審査員紹介

手塚貴晴

大野博史

クマタイチ

津川恵理

(株)手塚建築研究所代表／東京都市大学教授
1964年　　　　東京都生まれ
1987年　　　　武蔵工業大学卒業
1990年　　　　ペンシルバニア大学大学院修了
1990-1994年　リチャード・ロジャース・パートナーシップ・ロンドン勤務
1994年　　　　手塚建築企画を手塚由比と共同設立（1997年 手塚建築研究所に改称）
1996年　　　　武蔵工業大学専任講師
2003年　　　　武蔵工業大学准教授
2009年-　  　　東京都市大学 (旧・武蔵工業大学) 教授

＜主な受賞歴＞
日本建築学会賞（作品）（2008年 ふじようちえん）、日本建築家協会賞（2008年 ふじようちえん）、グッドデザイ
ン金賞（1997年 副島病院）（2013年 あさひ幼稚園）、学校施設好事例集（第4版）最優秀賞、OECD/CELE（2011年 
ふじようちえん）、日本建築家協会 優秀建築賞（2015年 空の森クリニック）、Global Award for Sustainable 
Architecture 2017, UNESCO、Moriyama RAIC International Prize 2017 (ふじようちえん), Royal Architectural Institute 
of Canada (RAIC)、BCS賞（2018年 空の森クリニック）、World Architecture Festival 2018, School, Completed 
Buildings Winner （むく保育園）、The Karic Brothers Award 2020、World Architecture Festival 2021, Completed 
Buildings - Religion - Winner （新島学園短期大学講堂 新島の森）

1974年　大分県生まれ
1997年　 日本大学理工学部建築学科　卒業
2000年　日本大学大学院理工学研究科修士課程　修了
2000-2004年　株式会社池田昌弘建築研究所
2005年　オーノJAPAN設立　現在に至る

＜主な著書・作品・業績など＞
著書 : ヴィヴィッドテクノロジー-建築を触発する構造デザイン-（共著）、 構造デザインマップ東京（共著）、構造設
計を仕事にする（共著）、構造設計プロセス図集（単著）
2011年日本建築学会作品賞東京大学数物連携宇宙機構棟の構造設計を担当、2014年日本建築学会作品賞SHARE 
yaraichoの構造設計を担当

＜受賞歴＞
Ring Around a Tree　ふじようちえん増築　にて2011年日本構造デザイン賞を受賞
Ring Around a Tree　ふじようちえん増築　にて2013年日本建築学会作品選奨を受賞
春日大社国宝殿　にて2017年国土交通大臣賞耐震改修優秀建築賞を受賞
沖縄・空の森プロジェクト　にて2018年BCS賞を受賞

TAILAND主宰。
1985年、東京都生まれ。
2014年、シュツットガルト大学マスターコース修了。
2016年、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。
2017-2020年、SHoP Architects(NY, USA)勤務。
2021年、TAILAND始動。
代表作に、「Weaving Carbon-fiber Pavilion」(2015)、「SHAREtenjincho」(2021)など。

1989年兵庫県生まれ。
2013年京都工芸繊維大学卒業。
2015年早稲田大学大学院修了。2015-2018年組織設計事務所勤務。2018-2019年文化庁新進芸術家海外研修員として
Diller Scofidio+Renfro (NY)勤務。
2019年神戸市主催神戸三宮駅駅前広場コンペ最優秀賞受賞を機に、ALTEMY代表として独立。
東京藝術大学教育研究助手、東京理科大学非常勤講師。
鏡面風船を使用した「都市実験 in NY, Kobe」（2018,2019）
ポーラ美術館「Spectra-pass」（2021）
神戸三宮駅前「さんきたアモーレ広場」（2021）
山口情報芸術センターYCAM「Incomplete Niwa Archives」展示制作（2021）などに従事。
知覚の切り口となる“像”を創造し、人の感性と社会を結ぶことで、社会的な文化が生まれる建築を提案している。

てづか　　  たかはる

おおの　　  ひろふみ

くま　　　  たいち

つがわ　　  えり
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審査員長



藤村龍至

原田真宏

南後由和

中川エリカ

なんご　　  よしかず

はらだ　　  まさひろ

ふじむら　  りゅうじ

なかがわ　  えりか

1979年　大阪府生まれ
2002年　神戸大学文学部哲学科社会学専修卒業
2004年　東京大学大学院学際情報学府修士課程修了
2008年　東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学
2008～2011年　東京大学大学院情報学環　助教
2011～2012年　東京大学大学院情報学環　特任講師
2012～2017年　明治大学情報コミュニケーション学部　専任講師
2017年～　明治大学情報コミュニケーション学部　准教授
デルフト工科大学、コロンビア大学、UCLで客員研究員を務めた。

主な著書に『ひとり空間の都市論』（ちくま新書、2018）、『商業空間は何の夢を見たか』（共著、平凡社、2016）、
『建築の際』（編、平凡社、2015）、『文化人とは何か?』(共編、東京書籍、2010)など。

1983年東京都生まれ
2005年横浜国立大学建築学科卒業
2007年東京藝術大学大学院修士課程修了
2007~2014年オンデザイン勤務
2014年~中川エリカ建築設計事務所
2014~2016年横浜国立大学大学院Y-GSA設計助手

＜主な作品＞
ヨコハマアパートメント*(2009)、桃山ハウス（2016）、TOTO・ギャラリー間 中川エリカ展「JOY in Architecture」
(2021)など
*は西田司/オンデザインと共同設計

＜主な受賞歴＞
2011年度JIA新人賞*、第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 国別部門　特別表彰、住宅建築賞2017金賞、第34回
吉岡賞など
*は西田司/オンデザインと共同受賞

1973年 静岡県生まれ。
1997年 芝浦工業大学大学院建設工学専攻修了。
1997-2000年 隈研吾建築都市設計事務所。
2001-2002年 文化庁芸術家海外派遣研修制度(J.A.M.LAPENA & ELIAS TORRES Architects)。2003年 磯崎新アトリエ。
2004年 原田麻魚と共にMOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO設立。
2008年 芝浦工業大学 准教授。
2016年- 芝浦工業大学 教授。

作品に「XXXX」、「M3／KG」、「Tree house」、「Shore House」、「Seto」、「PLUS」、「鉄のログハウス」、
「立山の家」、「知立の寺子屋」、「松栄山仙行寺」、「半島の家」、「LIAMFUJI」、「ROOFLAG」、「Entô」ほ
か。

受賞歴にSD Review鹿島賞(2003)、AR Awards(2008,2009,2011,2015)、LEAF AWARDS(2010,2014)、JIA新人賞(2015)、
AACA賞(2015,2021) 、芦原義信賞(2015)、日本建築学会作品選奨(2017,2018)、JIA 日本建築大賞(2018)、BCS賞
(2018,2021)、日本建築学会賞（作品）(2020)ほか。

東京藝術大学美術学部建築科准教授、RFA主宰。1976年東京都生まれ。2008年東京工業大学大学院博士課程単位取
得退学。2005年よりRFA(旧・藤村龍至建築設計事務 所)主宰。2010年より東洋大学専任講師。2016年より東京藝術
大学准教授。2017年よりアーバンデザインセンター大宮 (UDCO)副センター長、鳩山町コミュニティ・マルシェ総
合ディレクター。 主な建築作品に「すばる保育園」(2018)「小高パイオニアヴィレッジ」(2018)「OM TERRACE」
(2017)。主な著書に『ちの かたち 建築的思考のプロトタイプとその応用』(2018)『批判的工学主義の建築』(2014)
『プロトタイピング 模型とつぶやき』(2014)。 
近年は建築設計やその教育、批評に加え、学識経験者として公共施設の老朽化と財政問題の解決を図る公共施設総
合管理計画の策定、街路沿道や河川、公園緑地の利活用や中心市街地再整備や駅周辺再整備のデザインコーディネ
ーター、歴史的風致維持向上計画や景観審議会、総合計画審議会、さらに公共施設の指定管理を通じたニュータウ
ン活性化や移住推進など、建築の視点を活かした都市・まちづくり関連のプロジェクトにも幅広く関わる。
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２次審査のみ

２次審査のみ



スケジュール

一般公開日程

審査会日程

審査会タイムテーブル

2022/3/28(月) 14:15~19:00

2022/3/24(木)~2022/3/27(日) 10:30~18:30
2022/3/28(月) 14:00~18:30

公開審査  ： 事前予約による会場視聴とZOOMウェビナーにて公開

10:45 巡回審査・内部審査開始

13:45 公開審査受付開始・開場

14:15 公開審査開始

17:30 受賞作品発表

19:00 講評会終了

横浜赤レンガ倉庫１号館

 ＊ZOOMウェビナーにて公開審査の様子をLIVE配信いたしますので 
右下のQRコードから事前登録をお願いします。

視聴登録
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出展者所属先一覧

茨城大学  宇都宮大学
神奈川大学  関東学院大学
共立女子大学　　　　　　慶應義塾大学
工学院大学　　　　　　　国士舘大学
芝浦工業大学　　　　　　昭和女子大学
千葉大学  千葉工業大学
東海大学  東京大学
東京工業大学  東京工芸大学
東京電機大学  東京都市大学
東京都立大学  東京理科大学
東洋大学  日本大学
日本工業大学  日本女子大学
日本文理大学　　　　　　法政大学
前橋工科大学  武蔵野大学
明治大学  横浜国立大学
早稲田大学　　　　　　　共立女子短期大学
青山製図専門学校　　　　職業能力開発総合大学校

北海道

東北

中部

近畿

中国

九州＋沖縄

北海道大学
室蘭工業大学

秋田県立大学
東北工業大学
仙台高等専門学校
八戸工業高等専門学校

熊本大学
鹿児島大学
北九州市立大学
九州大学
佐賀大学
西日本工業大学
福岡大学
麻生＆デザイン専門学校

愛知淑徳大学
愛知工業大学
金沢工業大学
静岡文化芸術大学
静岡理工科大学
信州大学
椙山女学園大学
大同大学
中部大学
富山大学
長岡造形大学
名古屋造形大学
福井工業大学
福井大学

大阪大学　　　　　　　　大阪工業大学
大阪産業大学　　　　　　大阪市立大学
大阪電気通信大学　　　　関西大学
関西学院大学　　　　　　近畿大学
京都大学　　　　　　　　京都芸術大学
京都工芸繊維大学　　　　京都精華大学
京都美術工芸大学　　　　神戸大学
神戸芸術工科大学　　　　滋賀県立大学
摂南大学　　　　　　　　帝塚山大学
三重大学　　　　　　　　武庫川女子大学
立命館大学

島根大学
福山大学
広島大学
広島工業大学
安田女子大学

1. 健康と安全のための基本的な考え方
・来場者と関係者を含む関わる全ての人の健康管理に留意する。
・館内の消毒や換気を行うなど利用者の皆様が安心してご利用いただける取り組みを進める。
・「新しい生活様式」や内閣官房 ( 新型コロナウイルス等感染症対策推進室 ) からの通知、関連する業界団体が作成    
　したガイドラインに沿って運営を進めていく。

2. ご来場される皆様へのお願い事項
・予めご自宅等で検温をお願いします。
　37.5 度を目安とした発熱又は風邪の症状がある場合は来館をお控えください。
・施設入館時に手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
・マスク着用のご協力
　展示ホールに入館する人は鼻から顎まで覆うようにマスクの着用が必要となります。
・大声での会話はお控えください。
・備品を利用する際には、手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
   また、備品類の取扱者を事前に定め、複数人での共用はご遠慮ください。
・飲食は自粛し、やむを得ない場合は、感染リスクが高いため、次の項目を守ってください。
　対面禁止・会話禁止・十分な間隔の確保・酒類の持込禁止

■下記事項に該当する方のご来場はご遠慮ください
・新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人に感染が疑われている方
・令和４年３月２日付外務省通知「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」にお

　ける、入国後の待機期間内の帰国者・入国者との濃厚接触がある方

※感染時に重篤化する可能性の高い高齢者や持病のある方は、ご来場について慎重な検討をお願いいたします
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出展者・作品紹介
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2050 年、空飛ぶドローンが自家乗用車となる未来。
建物の上部が玄関口となり、人々の生活様式に変化が生まれる。
空を飛び簡単に移動できる世界ではその場所へのこだわりが薄れるが、
人々の関わり合いを増やすことで、そこは想いを寄せる場所（ふるさと）になる。

小澤叶萌

空の都
～ドローンによって開かれる辺境地～

近畿大学　　工学部　　建築学科

新しい かたち の三省堂書店

東京都市大学　工学部　建築学科

鳥居澪

近年、紙の本の売上は減少し、今までの本の売り方から変え新しい書店のあり方を考える
時期だと思う。そこで、これからの時代にあった、新しい かたち の書店を提案する。
常に時代の声を聴き、新しい形態を生み出す神保町  三省堂。「書店」という枠にとらわれ
ない新たな書店像を作る。

職藝と建築

立命館大学　理工学部　建築都市デザイン学科

有吉慶太

私の家業は家具屋であり、幼少より職人という職能に魅せられてきた。
本提案は丹後ちりめんが栄えた小吉織物を題材に、職人と設計者の関係について再考し、
職人と建築家が対話し職人が建築したものを設計者がつなぎとめ調整する『かすがい』の
ような関係となる『職藝』というシステムを提案し、異種多様な職人を巻き込みリノベー
ションを行うことで地域おこしすることを目的とする。

小嶋商店さん（提灯職人） 畳　ヨシオカ（畳職人）
ARIA　FACTRY　HOME さん
（実家の家具職人 ) 糸井庭園（庭、植木職人）

小山住建さん（大工、鳶・
建ち家職人 )

井上瓦店（瓦職人）

丹後和紙　田中製紙さん
（和紙職人 )

ガラス工房来夢
（ステンドガラス職人）

高岡建材さん（建材屋）

石川玉の木石材（石職人）

デザイン橡（金属織物職人）

Weld One さん（鉄職人 )

野村建具屋（障子職人）

小林染め織物（染め職人） Aika Craft さん
（陶芸職人）

小山住建さん
（漆喰職人 )

杣人の棲まうキサナドゥー
- 木材流通施設による現代的理想郷の再考 -

三重大学　工学部　建築学科

松井和紡

杣人とは中世まで木材における全工程を一人で行う者である。この人々の力を借りた建築
でウッドショックによって露呈された木材自給率の低さを解消する。六甲山はかつて禿山
であり、治水のため建てたダムによってある集落が水底に没した。これを再興するべく「集
落の教え 100」によって世界中の集落の概念を抽出し、この混沌とした現代におけるキサ
ナドゥー ( 理想郷 ) を再考する。

舟流都市
- 外濠から考える水と都市の向き合い方 -

法政大学　デザイン工学部　建築学科

鈴木真

外濠が綺麗になった未来のあるべき姿を提案する。本提案は江戸城外濠の河川部を舟で巡
り、都市景観を作品と見立てた博物館を、電車から船へのアクセスを考え飯田濠、常磐橋、
和泉橋の３ヶ所に設計した。四ツ谷から飯田橋までだった外濠の都市景観が隅田川まで連
続し、外濠に水と人の循環が再構築される。外濠に舟が流れて、都市の裏側の景観が立ち
現れる未来を創造し、水都東京の再編の糸口を探る。

月の旋律と共に

東京都市大学　工学部　建築学科

富樫弦人

「月」。それは人間が生活や身体、芸術など様々な分野で関係を持ってきた天体である。
だが現代において我々は、「月」の魅力を身近に感じられているだろうか。

「月」と我々の距離感を再確認する空間を私はドビュッシーの楽曲 「月の光」 の空間的
翻訳という手法を用いて設計する。
この楽曲は「月」の魅力を最も引き立たせる楽曲である。

「月」の多様な要素と楽曲 「月の光」 の旋律が実際に出会う、幻想的な空間となる。

- 楽曲「月の光」の空間的翻訳 -

伝う
- らしさを読み替えてくる再開発計画 -

日本大学　理工学部　建築学科

先崎亜美

高円寺北口に 50 年眠る計画道路が存在する。高円寺の住人たちはこの計画が実行された
時街かららしさが消え、この道路は異物として存在することになるという。しかし、計画
道路は必要だからこそ計画されるもの。無かったことにするのではなく受け入れ、らしさ
がなくならないためにできることを提案する。らしさは領域の広げ方に現れる。伝い先を
求めるように領域を広げ、壁による等価交換を行う。それが高円寺的再開発。

PARK＋ing
- 電気自動車を見据えた可動族のための
近未来都市の提案 -

法政大学　デザイン工学部　建築学科

児玉征士

これは駐車場という都市の大きなヴォイド空間が新たに人々の生活の場へと変化してい
く物語である。世の中が電気自動車化し、急速に進化し変化していく暮らし方や働き方
はこの先どうなるのだろうか。この提案はこの先の未来に対し、 私が期待する近未来都市
の提案である。人間主体で考えられてきたこれまでの建築。今後建築内に車が入り込み、
人と車が共存するために建築の形そのものが大きく変化すると考える。本提案はその変
化も踏まえ設計に試みた。 
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建築的エコロジカルシステムの形成

日本女子大学　家政学部　住居学科

坂本歩美

竹は様々な形で利用されていたが、需要が減り多くの竹林が放棄された。年々竹林の規模
は拡大し各地で「竹害」という問題が引き起こされている。一方で竹材はその成長速度や
弾力性・サスティナブル性が注目され近年脚光を浴びている素材である。上記の「竹害」「建
材活用」に焦点を当てた「竹の製材所」を提案し、竹材の建築への利用可能性と運用方法
を提案する。

竹活用の推進と循環利用

土湯
～今戸焼の文化継承と土のお風呂空間～

東京都市大学　工学部　建築学科

浅倉有希

東京の今戸にはかつて今戸焼という焼き物文化が伝わっていた。現在は衰退してしまった。
私はこの今戸に陶器でできたお風呂空間を設計した。この陶器はここで作り、ここで焼き、
ここでお風呂を沸かす。そのために地下には焼くため、そして湯を沸かすための火を起こ
す場所がある。このお風呂を設計することで、今戸焼という文化を継承しつつ、土のお風
呂という今までにない新しい銭湯を人々に体験させることができるだろう。

私小説『家』
-オノマトぺを設計手法とした空間化の提案-

法政大学　デザイン工学部　建築学科

飯田夢

オノマトペは人の感情に深く寄り添う言葉だ。現在ありふれた住居体系の中で、日常的に
空間の中からオノマトペを五感で感じ取ることは、住み手にとっての在るべき暮らしの形
やふるまいを獲得できる手立てではないだろうか。本設計は、私自身を事例に、私の持つ
オノマトペとふるまいと記憶の断片から、『私の家』を設計する。これは住宅設計におい
て住み手の小さな行動や感情を育てるような暮らしの在り方としての礎を築く提案である。

灰白のレシピ
- 雪国住宅における機能的風除室からの脱却 -

法政大学　デザイン工学部　建築学科

福士若葉

わたしは中間領域かつ雪国独自である風除室が、あたりまえにあるポテンシャルに目を向
け、新たな住宅文化として提案する。観察を通してふるまいや置いてあるモノをピックアッ
プし、風除室の現状を明らかにする。そこに新たなルールを加えて設計した 7 住戸は、そ
れぞれで風除室のアイデアや形が表現されている。風除室を暮らしに組み込む作業には、
雪国の生活をより自然や人とつなげ、独自の様式として発展しうる可能性を持つ。

原初的創成根

法政大学　デザイン工学部　建築学科

福原直也

都市における私たちの居場所はどこか。
人のためにつくられた都市は自然を排除し続けることで成長しているが、人の居場所も同
様に排除してしまっている。
変化が多様な渋谷において自然を許容する立体農園を都市に差し込み、私たち人を許容す
る場を取り戻す。

福山文化遺構

広島工業大学　環境学部　建築デザイン学科

篠村悠人

この建築は、時間を形として残していくことを提案しました。スクラップアンドビルドの
ように古い建物が壊され新しく立て替えられてしまう現代においてその場所の時間が人の
記憶の中だけでなく形として、建築として残していくことが重要なのではないかと考えて
計画しました。

益子の窯元再編計画
陶芸空間の事物連関に潜む可能態

宇都宮大学　地域デザイン科学部　
建築都市デザイン学科学科

武部大夢

既存の窯元を益子産業の新しいネットワークを形成する「町の窯元」へと再編する。そこ
では、事物（自然・資源・人・知識）がごく自然に共有され、穏やかで根強い公共性を獲
得する。益子町の産業を確かに未来へ紡ぐために、産業同士が協力関係を作ることのでき
る建築空間を目指した。

朱路が刻む記憶
-黒谷における手仕事と風景の再考-

法政大学　デザイン工学部　建築学科

木嶋真子

システム化された現代において、手仕事と風景の危機感からその在り方について再考する。京都
の和紙のまち・黒谷は、昔から和紙づくりがまちの風景をつくってきたが、手仕事の衰退とともにそ
の風景も失われつつある。本提案では、既存の工場に一部見られるレールに注目し、まちの記憶
を刻んでいく。レールは既存の工場内に延長され、やがてまちへと出ていく。レールはまちにとっ
てつながりを可視化するシンボルとなり、価値を更新しながら新たな風景をつくっていく。

こちらのイメージは
会場にてご覧ください



3

0098

0102

0114

0118

0121

0128

0129

0140

09

灰白のレシピ
- 雪国住宅における機能的風除室からの脱却 -

空間の音色を聴き比べるように

東京理科大学　工学部　建築学科

幸地良篤

[空間の音色を聴き比べるように]自分の心に合わせて居場所を選べる、そんな公共施設を
目指した。日本における健常者は社会/精神障害者は病院という隔離思考は未だに根深く、
打開策として「緩く繋がる“みんな”の居場所」を提案する。先進的な精神病院のあるつつ
じヶ丘を舞台に、まちを守り、開発/線路高架化/多様な人の流動との共存に挑む。病院を
成功に導く「コンテクスト」を手がかりとする建築は、困難な問題を紐解く力を持つ。

転写と分化

武蔵野大学　工学部　建築デザイン学科

内藤雅貴

知らない風景が生まれる。一方それはどこかで見たことがある風景でもある。公共施設の
重複や少子高齢化によって、地域住人にとって場所性を構築する中心であった建物が、全
く関係のない公営住宅に建て替えられてしまう現状に対して、場所性を残しながら新規住
人を取り入れる公共住宅を提案する。その際、地域の秩序や経験により地域住人が獲得し
てきた認知図式を用いて設計を行うことで場所性の再認識、再拡大の手がかりを生み出す。

－均質化が進行する地域における場所性を生み出す公共住宅－ 

東京都市大学　工学部　建築学科

近藤邦央

サブカルチャーのためのカオス建築

マンガ・アニメは人の人生に影響を与える。マンガ・アニメはいとも簡単に人に知識や興味を
与え、そのままそれが趣味・夢になったりと人生を豊かにする力がある。私も高校の部活動や
趣味などにマンガの影響を受けた。しかし、これらを発信・受け取る場所はそんなに多くない。
そこで私はサブカルチャーを知らない人、見ない人、近隣住民など多様な人が利用でき、多様
な空間でサブカルチャーに触れることが真のサブカルチャーのための建築だと考える。そこで、
マンガ・アニメをすこしでも知ってもらえるサブカルチャーの複合商業施設建築を提案する。
多様な人を取り込むために、３つのカオス（平面的カオス・断面的カオス・用途的カオス）を
建築に取り入れた。敷地は中野にある中野ブロードウェイを取り壊し、そこの跡地である。

転生するシンボル
- スポリア的操作による都市文化の継承と更新 -

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

安藤尚哉

東京タワーが本来持つ形態としての魅力に注目し、電波塔として立っていたオブジェクト
を空間に転じる。統合されていた一つの構造体をユニットごとのキャラクターとして再解
釈した上で分割するスポリア的操作を行う。60 年以上かけて積み上げられた復興からの
歴史的記憶を形態の分割とともに継承する。既存のユニットが分散先である周辺の敷地要
素と結びつき、新たな価値を都市に与える。本提案では東京タワーの建築的終焉を目指す。

新富嶽三十六景
- 過去と現代を媒介する点在型美術館 -

明治大学　理工学部　建築学科

水越永貴

富士山は日本の象徴である。富嶽三十六景は日本各地に存在する 36 の全ての場所から富
士山が描かれることから富士山をベンチマークとして各地が統合されるという近代化へ移
行する日本国体の思想を富士山を用いて描いた絵であると解釈した。その解釈を前提に、
富嶽三十六景に描かれているその場の情景と富士山の象徴性からエレメントを抽出し、点
在型美術館として再構築することで現代の富士山像における新富嶽三十六景を提示する。

富嶽
三十六景
美術館
Thirty-six Views of Mount Fuji Musium

東海大学　工学部　建築学科

松本乙希

陶器の修繕方法である金継ぎの特性を用いて、傷となった採石場を継いでいくことで真鶴に新た
な風景を作っていくことを提案する。採石によって失われた山の稜線を修繕するように屋根を架け、
壮大な自然環境を空間化し継いでいく。さらに採石場同士をネットワーク化していき真鶴の山にラ
ンドスケープを構築していく。それにより空間の修繕だけでなく歴史や環境、文化なども継承され、
新たな風景が描かれる。

真鶴を継ぐ
～修繕によって蘇る採石場の新たな風景～

すみひらき

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

川合里歩

かつての日本ではちょっとした路地空間・家の庭先などが街に対して開かれ、人の居場所
になってきました。そういった場所は街のコミュニティの拠点として、重要な役割を担っ
てきました。しかし建て替わると同時に周囲に対して閉ざした空間となってしまっている
のが現状です。本設計はその様な街に対する、” 隅ひらき” の形状を用いた” 住みひらき”
による住宅設計手法の提案です。

都市の木造住宅密集地域における再開発と改善の提案

連情の景
ｰ連歌による合律的建築手法の探求ｰ

北海道大学　工学部　環境社会工学科

小野誠治

連歌は主体を入れ替えることで、多様な文化、風土、感情、気候を連ね、一つの世界観を
立ち表していく文学・文芸である。多様な主体の相互作用によるアクターを如何に流動化
させるかという今日の問いに対して、発散的な主体の相互作用を収束させる連歌の手法に
着目するこどで、多様な主体を空間形成に関与させ、全体としてまとまった一つの建築・
都市の在り様を探求する。連歌を用いた空間では、あらゆる主体の感情に伴い変容する、
柔軟な身体化した空間となり、流動的な行為・物の連鎖がその土地の固有の風土・文化を
書き出していく。

連情の景
連歌による
合律的設計手法の探求
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わたる、であう、つむぐ。
歩道橋がつくるまちの新たな風景

日本工業大学　建築学部　建築学科

髙宮弥

さまざまな背景から、利用率が低下し各地で撤去されている歩道橋。渡るだけのものとし
て不要とされているが、捉え方を変えると、まちをつなぐ役割や立体的な道として空間の
魅力に溢れている。３つの現存する歩道橋を再編し、周辺環境を巻き込みながらまちの居
場所となるような歩道橋のあり方を提案する。まちの要素や魅力を取り込んだ歩道橋を渡
ることで、さまざまな出会いが生まれ、人々をつなぎ、まちの風景をつむいでいく―。

第 20 次卸売市場整備計画

東京理科大学　理工学部　建築学科

小山大輝

北新宿の住宅密集地に、四方を壁に囲まれたおよそ 2.4 ヘクタールの空間がある。50 年後、
この街区を細分化せずに建築を残し続ける、その空間の価値を考えた。この整備計画は、
2070 年の計画を、一旦設計しながらも 10 年ごとに見直すことで、世の中の環境に適応し、
空間の機能を変遷させながら、時を刻む建築である。近隣の住民に伴走しながら、動線を
物流から地域の交流へ開いていく。そんな魅力ある空間をこの場所に、時代と共に刻み続
ける考え方を提案する。

一刻の輪廻
‐小津安二郎映像メタバース‐

大阪工業大学大学　ロボティクス＆デザイン工学部
空間デザイン学科

宇野香ナバラトゥナ

三重県松阪市松坂城跡。１５８８年蒲生氏郷が築城して誕生したこの城下町は豪商の町と
して栄え、１９００年代には映画作家・小津安二郎を育てた。
人それぞれが想う城跡の形を裏切らないために実在の城跡には触れず、この土地で育った
小津安二郎の映画作品を遺す。その土地で育った人をメタバースに遺すことで時代性に
よって変化する歴史を編集しやすくする。後世へ物語を継承するプロローグとなる。

知の誘惑
-attracted by sapience-

早稲田大学　創造理工学部　建築学科

加藤彩那・端山武志・森田彩香

どういう知にどれだけ気付けて享受できるかが、人間の喜びである。本計画は、社会空間
における、知の気付き方の提示である。私達は内容やメディアで「情報」を分類している
が、知の気付き方は、「情報の現れ方」によって異なる。そこで、「情報の現れ方」を分類
し、それぞれ異なる「情報の現れ方」に対して、どう向き合っていくのか、を体の位置や
動作を規定する「什器」を用いて設計し、知へのアプローチの道標とする。

逃避列車
- わたしと本の小さな旅 -

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

小久保夢乃

「自分と向き合い見つめ直す時間」現代を忙しなく生きている人々は１日のうちでどれく
らいこの時間をとれているだろうか。本計画では、普段は利用しない電車に乗って、新鮮
な景色を眺めながら、現実逃避の場所へと向かう。ここは自分の思うままに過ごし、ルー
ティーン化された毎日をリセットできるような場所である。自分を見失ってしまいがちな
現代だからこそ、自分と向き合うための居場所、逃避空間を提案する。

推し増す都市
－アイドルファンによる推せる居場所のつくり方－

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

近藤柚乃香

多様化する人々を受け入れるべき都市は、再開発ブームにより高層ビルが建ち並ぶ空虚な
場所になった。そんな誰のためかわからなくなった都市に、個人的で熱狂的な居場所をつ
くりたい。本設計の主目的は、設計者の個人的な趣味であるアイドルをテーマに『私自身
のための居場所』を新しい手法を用いて作り出すことである。この限りなく個人的な場所
が起点となり、未来に向かい誰かのための居場所が都市に集積していくことを期待する。

色の変化と
距離感に関する実験記録

明治大学　理工学部　建築学科

鵜川友里香

私たちは色の本当の価値に気づけているだろうか。色は見る者によって作り出される現象
であり、常に変化しうる。変化する色は、固有の色が起こす心理的効果にとどまらない可
能性を秘めているのではないだろうか。実験により見る方向によって見え方が変わる床面
を作成した。この床を使った、色が変化する空間の中における人と人との距離感を考える。
実大スケールでの展示ののち、さらに断面方向へと展開し空間の設計を行った。

わたし建築　夢分析による
新たな自邸設計手法の提案

武蔵野大学　工学部　建築デザイン学科

黒田千恵

　幼少期の頃から、目が覚めると毎日のように夢を覚えている。家に帰るのと似た感覚で、
私は眠ると夢に戻るのだ。夢は、私にとってもう一つのホームである。
　心境や体験が如実に表れる夢の空間は、起きている私より純粋で正直だ。提案する「自
邸設計夢分析法」では、夢の分析を行い、空間に対する潜在的な関心の源泉を見つけ、自
邸を設計する。――この建築は、わたしだ。
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〈日常〉の
バッソ・オスティナート

京都大学　工学部　建築学科

山井駿

消費と破壊の反復ではなく、立ち去る住人自ら「くうき」を価値基準に日常の痕跡をデザ
インし、次の住人がそれを自由に読み替える住宅更新プロセス。その連鎖のなかで蓄積し
変容する場は、やがて「執拗低音」として文化を育む。実際に、立ち去る家族と次の家族、
二組の家族を施主とし、対話とリサーチのなかで変幻した卒業設計のプロセス自体を、更
地に代わる住宅更新の手法として提案する。

朝のしじみ縁朝のしじみ縁

北九州市立大学 国際環境工学部 建築デザイン学科

舟津翔大

かつて松江の中心地として栄えた町を敷地とした計画。忙しい大人の影響により、朝ごは
んを食べることができない子どもたちがたくさんいると聞く。また、この町では、高校を
卒業すると、多くのこどもたちがでていくため、残された老夫婦だけの暮らしもこの町の
問題となっている。その 2 つの問題をつなぎあわせ、松江市民の朝食のソールフードであ
るしじみ汁をきっかけとした世代を超えた、人のつながりを朝屋台を通してつくりたい。

かつて松江の中心地として栄えた町を敷地とした計画。忙しい大人の影響により、朝ごは
んを食べることができない子どもたちがたくさんいると聞く。また、この町では、高校を
卒業すると、多くのこどもたちがでていくため、残された老夫婦だけの暮らしもこの町の
問題となっている。その 2 つの問題をつなぎあわせ、松江市民の朝食のソールフードであ
るしじみ汁をきっかけとした世代を超えた、人のつながりを朝屋台を通してつくりたい。

手さぐりの寸法
―環境をはかる身体―

京都大学　工学部　建築学科

豊永嵩晴

宝が池ランニングコース上に、3 つの薄い屋根の建築をつくる。目によって環境をはかる、
足を通して環境をはかる、自ら動くことで環境がちがって捉えられる。1 周を歩くなかで、
ʻ動きʼ と環境とがいかに連動しているかを体感する。その連動する関係に、「身体磁場」
という概念を見出す。動きに伴って形成される領域であり、動きのかたちと意識方向の組
み合わせで定義するものである。この身体磁場をもとに、寸法のあり方をさぐる。

擬避難タワー

日本大学　理工学部　建築学科

武井翔太郎

洋風の要素を取り入れつつ、各地の地場の生産技術と接触し、違う顔を見せる洋風建築と
して花開いた擬洋風建築。従来の避難タワーではなく、町の個性を増幅させるまた違った
避難タワーとして、地場の生産技術と絡まりながらこの地に建ち現われる。町に複数建て
なければいけない無骨で無機質な「工業化の象徴」のような避難タワーの性質を逆手に取
り、個性を増幅させる装置として、松崎町の「開化表現」を設計する。

道玄坂ジオメトリー

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

柴垣映里奈

私は多くの建築に囲まれているというのに、壁や床たちは無言のままそこにいた。しかし
渋谷道玄坂は違う。地形を読み取りながら建築の要素が足され、人は壁や床を解釈して使
いこなし、柔らかい街並みが広がっていた。よく観察すると、その都市は歪んでいて、そ
こに人間の能動的行為である使いこなしがみられた。観察から 3 次元の空間歪みモデルを
作成し、積極的に歪みを取り入れることで、渋谷の中に帰属意識のある居場所を提案する。

機械と人の大樹

東京理科大学　工学部　建築学科

小村龍平

人の暮らしは設備・配管・エネルギー・構造体といった機械に支えられているが、その存
在は見えない。インフラ施設を〈幹〉とし、人のためのスラブを〈葉〉としたとき、雑多
性が〈実〉る「大樹」が都市に実現する。失われつつある秋葉原の魅力と現代都市の課題
を顕在化させたこの建築は、機械と人の関係性を再考し、お互いの生命を蘇らせる象徴と
してこの地に聳え立つ。

繋目を編む  
～昇りゆく下北沢～

東京理科大学　工学部　建築学科

殖栗瑞葉

下北沢には迷路のような歩行空間が広がり、気づくと目的地を忘れ、探索してしまう。道
と建物の間によって歩行空間が豊かになっている。そこは戦前から残る道と連続的に変化
する建物であることから、継承と更新の狭間といえる。しかし、再開発の波が訪れ、町が
大きく変化しようとしている。徐々に高層化に向かうこの街において、継承と更新の狭間
を建築化することで街を立体的に再構築する。

西川 実穂

家族のように暮らす 集落シェアハウス

京都芸術大学  通信教育課程  建築デザインコース

　美しい自然や近隣の人々との繋がりが感じられる豊かな集落で、地域住人と都市部の人
が協力しながら共に暮らせる「集落シェアハウス」を提案する。住人は個室を持ちつつ、
毎日の食事をともにし、家族のような適度な距離感で助け合いながら生活する。子育てや
暮らしの困りごとを一人で抱え込まず、気軽に相談できる、みんなに優しい暮らしを目指
して

〈外とつながる 中でつながる〉
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「積乱の橋梁区」
ニュー・テアトロン計画

東京電機大学　未来科学部　建築学科

長井一乃眞

人類は、自己の舞台を作り上げる事で、進化し、時代を生き抜いてきた。建築もその舞台
の一つである。私はこれをニュー・テアトロン計画と呼び、橋を建土の動かぬ可動構造物
として建設する。この橋は渡橋者という観客が自ら移動することによって場面転換を繰り
返し、観客を演者へと誘うことで演劇が行われる。これは都市への刑務所演劇であり、新
しい舞台提案である。これはインフラ更新期の日本においても重要な視点の一つである。

水資源の再解釈による地方都市の
新たな可能性

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

山田知佳

温脈、水脈という２つの豊富な水資源を持つ新潟県湯沢町。この地域では水が人々の生業
に強く結びついていたが、時代と共にその価値は忘れられつつある。敷地調査から得た水
と人の関わりからネットワーク図を作り平面、断面計画に落とし込む。既存の建物を活か
しつつ増築、減築を行うことでさまざまな水との距離感を作り出し、水辺空間の価値を再
認識できる場を作り人々にとって豊かな都市空間を生み出す事を目標とする。

Lighting Field

慶應義塾大学　総合政策学部

野田元

建築とは大きな流れを分岐させる「フィルター」である。私は人工物でも自然物でもない
フィルターによる太陽光が半分コントロール、半分自然発生する光場 (Lighting Field) を考
える。私は、Neue Nationalgalerie の形態を借りて光場を発生させた。そして、均質空間
に対して時間変化する光コンタの空間を提案する。24 時間、365 日光コンタは変化し、夏
至冬至の 12 時に光柱となる。観測者は光場の強弱によってアクティビティを発見する。

ことばの輪郭をなぞる
- 大和言葉から空間を考える -

神戸芸術工科大学　芸術工学部　環境デザイン学科

阪口雄大

本制作は言葉に形を与え、歌を詠むように、詩を書くように空間を構想する試みです。
自分を中心とした出来事と心の揺れ動きに音を与えて生まれた「大和言葉」
そこに宿る情緒や情感のようなものを手繰り寄せるように空間を設計しました。
言葉と空間を頼りに行った私と世界との対話。情景を頼りに新しい建築の形の模索。

立命館大学　理工学部　建築都市デザイン学科

饗庭　優樹

滋賀県のアイデンティティーである「水と暮らす風景」が失われつつある。
本提案では、針江集落に残る「カバタ」から水との共生作法＝「針江ボキャブラリー」を
抽出し内湖沿岸部にかつての集落の生産拠点を再編する。
また、この建築は私たちが忘れつつある「水と暮らす豊かさ＝滋賀県のアイデンティ
ティー」を発信する建築として湖畔に佇む。 

水トノ共生作法

身体が紡ぐ芸術と劇場空間
- Cirque du Soleil -

東京都市大学　工学部　建築学科

永木伶奈

私が設計したのは Cirque du Soleil の専用劇場で、今までの人の動きと関係のない空間の
テントとは違い、宙を舞う身体の軌跡が生む空間にすることで見ている人も体現できるよ
うな劇場空間を提案する。もう１つの軸として、視覚的空間と同時に時間的空間を設計に
取り入れた。移動距離が高揚感を高め、帰りは余韻に浸る時間になるのと同じように劇場
内外の所作も時間と感情の関係を意識し、体験として記憶に残る劇場空間を提案する。

小さな模倣都市

広島工業大学　環境学部　建築デザイン学科

曽根大矢

都市をミニチュア化したこの建築は人々に気づかれず失われていく都市の豊かさを空間体
験として未来に向けて残していく。これは都市に対して無意識で無自覚な人々に都市の存
在を訴えかける象徴としての建築である。
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The "Wall" Museum in Berlin
　負の遺産を語り継ぐ建築

日本工業大学　工学部　建築学科

澤田恒希

ベルリンの壁の崩壊から３０年経過した現在、壁に向けられていたヘイトが市民同士のヘ
イトへと変化し、極右政党が拡大している。非人道的で物理的な壁はもはや存在しないが、
怒りや憎しみ、疎外の心理的な壁が築かれ、ドイツを分断している。蟠りが目に見えない
人種問題に対し「見えないが確かにそこにある高い壁」を象徴する博物館を提案する。そ
れは見えない蟠りを可視化させるバロメーターとして機能する。

見えない空間

大阪工業大学　ロボティクス＆デザイン工学部　
空間デザイン学科

半澤諒

空間を扱うときに操作するのは、その空間を取り囲む外殻の建築である。見ているものは、
扱っているものは、テクスチャや形態という物質の側面で、原理的には空間を直接扱うこ
とができていないのではないか。空間が最も最初に於いて何から生まれるのかを知らない
限り、空間を扱えないのではないか。空間を成立させているぎりぎり最小限の要素を追求
しました。

こどもホスピスの森
- 人を迎える場の創出で認識を変える -

芝浦工業大学 建築学部 建築学科

漆原史織

こどもホスピスとは重たい病気を持つ子供が家族とともに治療を受けられる場所で豊かな
時間を過ごす施設です。ここは病院建築や死を待つための場所というという負のイメージ
による行動・印象制限を受け、人を寄せつけず助けを求めにくいのが現状です。
そこで様々な建築操作を行い人を迎えやすい場所を作ることで、人々に認知してもらい関
わることで生きるための場所という印象の変化のきっかけづくりをします。

アートに泊まる
- 音と人が交わる体験空間 -

近畿大学　工学部　建築学科

植田優花

広大な斜面地に音を楽しむギャラリーとホテルをメインとした滞在型の観光施設を設計
し、地域活性化への貢献を目指した。昼と夜で利用方法を変化させることで 24 時間施設
を活用させ、泊まれる美術館を計画。地域住民の日常的な利用と観光客の長時間利用を促
し、同じ時間を過ごした人同士の交流も図ることができる施設を提案。音の響き方を壁・
床の形状に落とし込み、複数の変形した格子空間は不思議な魅力を放つ。

恋とデジャヴ
- 情景化する都市の記憶 -

滋賀県立大学　環境科学部　環境建築デザイン学科

野崎陸大

街の変化に無関心になってきた私たちは、街と自身の記憶が乖離しつつあることに気づか
ない。一方で、街を歩いていてふと湧き上がってくる情景的記憶には、現代を生きる私た
ちが忘れつつある街と人とのつながりやこれからの街の可能性が含まれているのではない
だろうか。都市に住まう中で蓄積されてきた記憶を手がかりに、感情と経験の 2 つの要素
から街の情景的特徴を観察し、「情景化」による街の新たな更新の物語を綴る。

建築の生存本能

明治大学　理工学部　建築学科

須佐基輝

現代の人間中心的設計手法は、気密性・断熱性が高まる反面、建築内部の湿気は溜まりや
すく、木材は腐朽しやすくなっている。このように人間中心設計は、建築物に過度な負荷
をかけ、最終的にはヒトの暮らす空間をむしろ狭めているのではないだろうか。
19 世紀初頭、建築物が自ら外部環境に応答して動く、まるで生物のような建築物が生み
だされた世界を描くことで、現代の建築に新たな可能性を提示する。

創造の楼閣

東京電機大学　未来科学部　建築学科

高塚玲菜

近年、働く時間や通勤時間の削減などにより、生活に時間のゆとりが生まれた。それとと
もに、ハンドメイドや DIY といった、モノを作るコトが、暮らしの中において身近になっ
たのではないだろうか。今後より一層、ものづくりが生活を豊かにするきっかけになると
考え、これまでのプロとアマチュアが分割されたあり方ではなく、誰もが創造を形にでき
る時代に、クリエイターや地元の人が垣根を越えて活動を展開する場として設計する。

短冊農業をひらく

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

松浦直生

　東京都小平市は縦長の短冊画地が連なる街区である。小平の街は都市のスプロール化に
よりベッドタウンとして発展してきた一方で、残された短冊型農地は住宅という壁に囲ま
れてしまった。居住にとって閉ざされた短冊農地は行き止まりであり、茶色の空白だとい
える。短冊画地における「農業と居住の共生を実現させる農業文化施設」によって、閉ざ
されてしまった短冊農業をひらく。
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大人と子どもの〝見える″について
　―創造的主体のための図書館―

日本女子大学　家政学部　住居学科

亀田鈴香

お地蔵さんを指して「にゃんにゃん！」と言う子どもに対し、大人は「これはお地蔵さん
だよ」と教え、手を引いて子どもを先へと歩かせる。このように、大人が子どもの感じて
いる世界を知らずに、一つの解釈を押し付けてしまう原因を〝見える” という中動態の状
態から考察する。そして〝見える″感覚を取り戻す可能性が潜在している図書館から、知
識の収集だけでとどまらない、創造的主体として感受することのできる拠点を設計する。

痕跡を辿る家

千葉大学　工学部　総合工学科　建築学コース

北村光

閉塞的な実家を段階的に＜解体＞しながら、両親が豊かに暮らせる「終の棲家」へと変容
させると同時に、解体した部材を別の敷地で＜再構成＞し、徐々に私の「自邸」を築いて
いく。本提案は、私が時間をかけて家の内包する記憶と向き合っていくための「名も無き
家におけるスポリア」である。これは私の救済であると同時に、現代の無個性でどうしよ
うもないような住宅群を受け入れ、そして超えていくため手法論でもある。
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横浜・みなとみらい地区を観察すると、トップダウン的で観光客優位な街であるが故の問
題が潜んでいる事がわかる。観察によって見つけた問題を、隣接する下町・野毛町の構成
言語 (「隙間の活用」「イショウ」「劇場」) を用いて解消する。
設計した 10 個の劇場は、トップダウン的な街の風景を下町と相対化し懐疑的に観せると
共に、みなとみらいで生活する人に新たな価値観と住民自治の可能性を観せる。

西村涼

神戸大学　工学部　建築学科

横濱観察譚
－野毛町の構成言語を用いたみなとみらい
を観察する劇場の提案－
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溜まり場
－ 衰退する町屋街区で遊水地と展開する生活域－

九州大学　工学部　建築学科

河添美穂

城下町の町割り・住宅形式を残しながらも、時代の移り変わりや水害によって徐々に衰退
していく熊本県人吉市。ただ衰退していくのを待つよりも、コモンな遊水池で終わってい
くのはどうだろうか。空洞化していく街区内部を遊水池とし、住民生活の共同空間として
計画する。水害対策としての遊水池が、裏町としての遊水池というあり方も併せ持ち、パ
ブリックな表通りとはまた違った、コモンな空間が形成される。

よろづのことに使ひたり
- 竹を介して繋がりを再構築する -

早稲田大学　創造理工学部　建築学科

佐藤瑠美 / 有村美千路 / 増田悠輝

現代では建築材料を単なるパーツとして捉え機能的に消費しているが、建築を構成する材
料を見直すことで、建築さらに人や社会の本質を見つめ直すことができると考える。そこ
で本計画では竹を媒介とし、自然を基盤に形成された城下町である山口県萩市での暮らし
の技や精神性を継承するシステムを提案し、現在離散化している都市や人々の繋がりを再
構築するきっかけを作る。

心地良い孤立

東京都市大学　工学部　建築学科

笹木聖　

集団生活の中で心理的距離が物理的距離よりも遠くなる体験を心地良い孤立と名づけ、そ
れを体験できる空間図像を作成した。これらを社会に出てからの孤立化が問題視される児
童養護施設の設計に組み込んだ。この施設では集団生活と、ひとりになることが日常の中
で頻繁に入れ替わる。孤立というのは悲観すべきことではなく、ひとりでいるのはごく自
然であるという認識へ変えるための建築である。

表参道  
- 鏡像的操作による都市の多次元化 -

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

中村凜緒

人は想像力を労働させることで初めて、不可視の意味や目的まで知覚し、多次元的に重な
る世界の存在を認識することできる。本設計では、鏡像的操作によって表参道という都市
にデジャビュのような経験を生むことで、認識が自動化してしまった人々が再び想像力を
取り戻すことを目的とする。鏡像化した２つの敷地によって都市は多次元化し、表参道の
街全体の認識が歪んでゆく。

いのることとかくことと

東京都市大学　工学部　建築学科

小原　郁

母校である清泉女学院にアトリエ兼祈りの場を設けました。わたしの母校は合唱で有名な
中高一貫の私立校で、大船の山頂にあります。
祈りについて考えていた際、絵画の起源は祈りであるという博物誌の話を思い出し、みん
なで歌うことが祈りであった母校に、一人でかくことによる祈りの場を取り入れようと
思ったのです。大きな構成としては小高い丘に埋まった地下二階建ての建物です。
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コミュニケーションの誘発を
目指した仮想現実 (VR) 大学

職業能力開発総合大学校　総合課程　建築専攻

飯岡之陽

昨今、新型コロナウイルス感染症の影響により授業のオンライン化が進んでいる。しかし、
既存のオンライン授業の方法 (ZOOM など ) では、対面で授業を行う時のような生徒と先
生間、生徒間でのコミュニケーションが発生しにくいという問題点がある。 既存のオンラ
イン授業のデメリットを解消し、メリットを活かす方法として仮想現実 (VR) 空間におけ
る授業は有効な手段となり得る可能性がある。

アナタとワタシとワタシタチ

関西大学　環境都市工学部　建築学科

山口琉佳

私が現代のリートフェルトなら、コロナを経た人々の「人を感じて生きたい」という「集
団欲」を満たす時間に「幸せ」があると考える。 「一人でありながら一人ではない。」とい
うような「両義的な空間」と感じる、プライベートとパブリックな行為両方を兼ねた「リ
ビング」を構成する。実空間と虚空間に可処分時間というライフクオリティに直結する時
間を分け、それらが共存する未来の住宅モデルの設計手法を提案する。 

今日はもうすぐ雨が降るらしい

神戸大学　工学部　建築学科

岩橋美結

どの時代においても、雨は私たちの生活と切り離せない関係にある。私たちの生活が便利
になってきた一方で、雨だけは今だにコントロールできないものであり、現代人の生活に”
変化” を与えるものである。時々刻々と社会や地球環境が変化する今、そしてこれから先、
私たちはどう雨と関わっていくべきなのだろうか。雨と言う天気は私たちの一番身近な異
常であると考える。建築を通して雨の存在をもっと感じてほしい。

現代版集落再生

信州大学　工学部　建築学科

福田凱乃祐

団地の共有地公園に住宅の空間更新を促す工房と住民の「ハナレ」を集積させ、住民が団
地で盛んな趣味活動を商品やサービスに変える場を集まった材で思い思いに展開する。そ
んな住民の第三領域が団地一帯に成長し、住むためだけにあった団地が第二の人生実践場
へと進化する。生活と空間の連動していく団地像を住民みんなで作り上げていくことこそ
現代における集落再生の姿になると考え、本設計を提案する。

泪庇
- 青春東京を取り戻すネオ・アジールの構築 -

日本大学　理工学部　建築学科

林深音

現代の日本は、安定しているがゆえに世の流れに身を任せて過ごせてしまう。そのため失
われがちである自分の心に正直に向き合うといった、原来の人間らしい行為を許容してく
れる日常からの新しい意味での逃げ場が必要であると考えた。そこで、避難所と定義され
る事もある『アジール』に焦点を当て、その実態を建築側から考究し、現代的なアジール
の場を構築する。面でのドローイングを用い、現れる滲みあいをもとに空間を設計した。

呼吸する建築

静岡理工科大学　理工学部　建築学科

有田晃己

衰退に見舞われている浜名湖の生態系問題から着目した人口島の自然再生計画である。湖
という大自然の中で人工の島は新たに一つの生態系を生み出すきっかけを作る。生態系改
善のため長期的な計画となり、生物や植生の成長と共に島も成長を続けていく。人や生物、
水や光、風などを取り込み、養分として放出する様子はさながら呼吸をしているようであ
り、多くの要素との共生が図られている。

Mine　Utilization 
産業資源の保存と活用

吉田人志

東北工業大学　工学部　建築学科

有限である資源を使い切るのではなく、残り少ない資源を大滝根山と町の歴史を
支えたモノとして人々の記憶に残るような保存しつつ、活用できるようなしくみ
を提案する。福島県田村市滝根町は古くから大滝根山を拠点とした採石業によっ
て地域の産業が支えられてきた。しかし、有限的な大地を削ることは同時にその
地域産業の終わりをも意味してしまう。本敷地がそのような産業の犠牲にならな
いよう地域資源の枯渇とともに町も衰退してしまうのではなく、資源保存し活用
することで持続的な町のあり方を考えたい。

生き生きとした一齣を繕う

神奈川大学　工学部　建築学科

福與栄多

私は何の変哲も無い日常の一齣に心を動かされたり、ハッとさせられることがある。ア
スファルトに咲くたんぽぽ、街灯に群がる虫たち、良い米を作るために中干しで稲を酷
使する農夫たち、人間と自然が互いに生き生きとぶつかり合う場面にはどこか一体感を
感じ、この先どうなるのかわからない力強さを感じる。私がこれらの場面に魅力を感じ
るのは何か理由があるのだろうか。それを紐解くことは人間と自然の新たなあり方へと
つながる手がかりになるかもしれない。
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はなれのある街

九州大学　工学部　建築学科

中村亮

コロナ禍による生活変化は住宅や生活環境の不自由さ、非可変性を再認識させた。本提案
では、生活に伸縮性をもたらすセルフストレージ施設を再解釈し、小さな滞在空間を付与
することで地域住民の新たな活動拠点「はなれ」へと変貌させる。目的に応じて設計され
た「はなれ」は集落という形で配置され、利用者同士の関係性を構築する。モノと個人活
動が集積した施設は住宅周辺に居場所の依存先を提供する新たな都市インフラとなる。

市井の諸相

東京工業大学　環境•社会理工学院　建築学科

徐宸寅

上海の下町には地縁的な人間関係をもつ人々が豊かに暮らし、関わり合いのある日常生活
が自然的に発生した。しかし、急速な経済成長から除外され、百年以上に人々が暮らし続
けていた下町は衰退した。近年の再開発によって無機質な街が形成され、住民は元の場所
に戻れず、暮らしの風景は都市から退去した。そこで、下町における暮らしの風景をより
実態化させることによって、その魅力を都市に提起できるのではないかと考えた。

循環のなかの建築

神奈川大学　工学部　建築学科

木下昌紀

現在、自然・人間・建築は別々のものとして認識されている。かつてそれらの境界は曖昧
であった。現代において自然・人間・建築が深く結びついたとき、そこにはどんな風景が
広がるだろうか。
あらゆる事物の循環のなかに建築を位置付ける。循環によって、他者と自己の関係は抜き
差しならないものとなり、次第にその境界はぼやけていく。

都市ダム建築

芝浦工業大学建築学部建築学科

鈴木大祐

かつてから日本の文化に豊かさをもたらしてきた雨。しかし現代、その姿は隠ぺいされ、
人々は雨にまなざしを向けないようになった。さらに近年、都市型水害の危険性は年々増
加しつつある。そこで、都市の表面を覆う建築が一時的な保水を行うことで、都市型水害
を未然に防いでいくことを目指す。そのモデルケースとして、急激な都市化が進み都市型
水害の被災地となった武蔵小杉に地域拠点としての都市ダムを設計する。

アーケードのある暮らし

北海道大学　工学部　環境社会工学科

小澤大祐

昔ながらのアーケード商店街にはかつて人と人、人と街を繋げる力があった。現代の都市
開発はそういったヒューマンスケールな空間を全て取り壊し、人を孤立させ地域コミュニ
ティを希薄化させる。従来であれば取り壊されるアーケードをあえて残しながら、老朽化
の進む建物を段階的に解体し、住宅を段階的に挿入していくことで、アーケード商店街は
人と人、人と街を繋げるアーケード住宅街へと新陳代謝していく。

茶源郷

神戸大学　工学部　建築学科

赤川舞花

宇治茶の主産地である京都府和束町。茶畑と地形の関係を屋根と床の関係へと転換するこ
とで、周囲の茶畑景観に溶け込みつつ、新たな風景を生む建築を提案する。観光のエリア
と暮らしのエリアの境界に建てられた建築は、茶農家、町民、観光客の交流が生まれる地
域の拠点となり、茶の生産と人々の暮らしを近づける。不足する茶農家の後継者の確保へ
と繋がることで、美しい茶畑景観が継承される。

多磨 ForestSide Cemetery

信州大学　工学部　建築学科

南雲裕太

　死の象徴たる墓は都市から隔離され日常から排除されてきた。また遺族のためのプラ
ベート空間であるお墓は他者を排除してきた。しかし近年は継承難や埋葬の効率化などで
合葬墓の需要が高まるなど墓地事情が大きく変わりつつある。本提案は墓と日常を結んで
いた宗教的な結びつきに代わり日常とお墓をゆるくつなぎつつ、増加する墓地需要に応え
る持続可能な樹木葬墓地を提案する。

興復のとりで

神奈川大学　工学部　建築学科

毛利菜稜

神奈川県横須賀市に位置する観音崎公園は、明治１０年代頃から要塞として整備されてき
た。現在でも多くの砲台跡や日本初の洋式灯台などが残り、子供から大人まで楽しめる公
園となっている。ボランティアが盛んにおこなわれ、公園の維持管理のほとんどが地域住
民によって行われている。しかし、高齢化によるボランティア人口の減少や、施設の老朽
化が進み、公園内の利用者数も年々減少傾向にあり、地域に住まう人々から観音崎に残さ
れた記憶が消えつつある。ボランティアのしやすい環境を整え、観音崎を知り、地域住民
が自ら公園の維持管理を行うことができる場となるボランティア活動拠点を提案する。
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都市を停める

工学院大学　建築学部　建築デザイン学科

新美志織

時 代 の 進 歩 に つ れ 駐 車 ス ペ ー ス の 需 要 が 減 少 す る と 予 想 し 、 そ の 隙 間 に
建 て 替 え に よ り 一 時 閉 館 に な る 劇 場 な ど の 公 共 空 間 の 代 替 を 担 わ せ る 。
私 は こ の 行 為 に「 都 市 を 停 め る 」 と 名 前 を つ け た 。
駐 車 場 は 都 市 を 停 め 続 け 、 新 し い 公 共 空 間 群 、 あ る い は 都 市 そ の も の へ
と 変 容 し て い く 。

駐車場は都市を停め続け
新しい公共空間群、あるいは都市そのものへと変容していく

都市を停める駐車場

N-08

浮舟の社

東京都立大学　都市環境学部　建築学科

岡本晋作

かつて先人たちは自然の恩恵に感謝し、また天災を畏れ自然に対して祈りを捧げた。共生
のまなざしが失われた現代の大都市はヒトのスケールを超えた人工物で埋め尽くされてい
る。人間の創り出したものが環境に甚大なインパクトを与える時代において、この都市を
今一度見つめ直すことが必要なのではないか。大都市渋谷と新宿の間に位置する首都高の
換気所（代々木）に都市を捉え直すための拝殿を計画する。

人は信号に支配されている

東京工芸大学　工学部　建築学科

佐藤可武人 

都市に流れる「時間」を考える時、そこには必ず「目的」があるように思う。本プロジェ
クトでは、信号機を使って都市に新しい「時間」を設計する。「時間」から「目的」をど
れくらい剥奪できるかという試みだ。信号は、都市に流れる時間の中でも特に異質なもの
である。ランダムな時間の中で常に一定のリズムを刻んでおり、信号機を通過する体験も、
リズムとなって現れる。当たり前のような信号のリズムは都市の脈動の顕在化なのである。

谷底に溜まる

東京理科大学　理工学部　建築学科

松浦開

渋谷はモノや情報に溢れていて豊かだが、その情報量の多さに疲れてしまうことがある。
そんなときには海や山を眺めるようにぼーっとしたいものだ。渋谷駅東口地下にある貯水
槽を周辺の地下鉄空間やアーバンコアに開くことで、渋谷にいつでもぼーっとできる水辺
空間を作る。

住分解
～規格化の再解釈による都市的場所性の創出～

愛知工業大学　工学部　建築学科

伊藤稚菜

大地の上で人間が活動する際、暮らしに豊かさを求め人間の様々な欲求から建築がモノづ
くりによってつくられた。しかし高度経済成長期の機械化の中でモダニズム建築が流行し、
建築は機械的に作ることのできるよう規格化されたことでモノづくりから離れ工業製品と
なってしまった。土地の区画、ビルの構造とコントロールできないほど巨大化し単純化さ
れた「規格」を都市での職住関係から再解釈しスケールダウンさせることで本来の建築の
場所性をもたせ都市における暮らしを再構築できるのではないか。

ECHOING NATURE
珊瑚を用いたバイオミミクリー
による環境共生建築
九州大学　工学部　建築学科

小原可南子

人々のエゴにより地球が壊れつつある現実に見て見ぬふりをしていた人間は、COVID-19
が瞬く間に流行した日を境に自らの現状の危うさに気が付いた。日々の生活や行動を鑑み
て環境に対する意識を変えなければならないのは言うまでもない。ましてやエネルギーを
大量に使う建築物であればなおさらであろう。今こそ、快適性を求め、自然を支配してき
たかつても建築でなく、自然に寄り添い、呼応し、共生する空間を考えるべきなのである。

収穫する都市

麻生建築 & デザイン専門学校　建築工学

中山翔太

平面的に拡がっていた農地は、垂直方向に伸びてゆく。現在の食糧生産・流通システムは
田舎の農地で作られた作物を都市へと流通するものである。しかし、増え続ける都市部の
人口を支える為にはその関係性を再考しなければならない。そこで都市における垂直型農
業施設を提案する。より少ないフットプリントで作物を生産し、レストランや青果市場へ
と提供される。「生産」と「生活」が共存していくことで垂直型農業施設が地域の拠点となっ
てゆく。

天野川沿いの子どものケア空間
裏山から広がる風景を活かした自然と建築の融合

近畿大学　建築学部　建築学科

小山田絵美

社会問題として、虐待、不登校など子どもが抱える問題は多く挙げられる。裏山から広が
る自然風景の中で自然の要素と建築の要素により、それぞれが抱える問題の大小に関係な
く、子ども達が気軽に利用し、ケアできる空間をつくる。

こちらのイメージは
会場にてご覧ください
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しあわせ運べるように
日本列島における新しい病院船の在り方

武蔵野美術大学　造形学部　建築学科

古川隼也

27 年前、神戸は阪神淡路大震災に伴う医療崩壊により「未治療死」が相次いだ。それか
ら 25 年経ち、世界中で新型ウイルスが医療崩壊をもたらした。これにより日本では自然
災害と重なってより甚大な医療崩壊が起こる危険性が顕在化したと言える。そこで 2020
年で復興が完了し二度目の再開発が進む復興都市神戸の造船所に、日本列島全体を海から
カバーしつつ式年遷宮のように新陳代謝を続ける新しい病院船の在り方を提案する。

そうは問屋が卸さない

愛知淑徳大学　創造表現学部　創造表現学科

渡邉愛友

一度切断された、町と地場産業の生業を接続する為に、町に点在する陶器商の倉庫に着目
しその躯体に依存しながら、現在の営みを建築内部へと引き込む。そこから派生する流れ
がこの町を再び豊かにすることを願って。

京都ギャップダイナミクス

京都大学　工学部　建築学科

若松晃平

ボリュームとヴォイドの図と地を反転させることによって見出すことのできる空間的な広
がりを持ったギャップ。それを囲い取ることで、そこに生きる人々はギャップに対して可
能性を見出す。そしてその境界に働きかけていくことでこの街の人たちはギャップを育て
ていく。ギャップが人の生活を作り、人の生活がギャップを形づくるというダイナミクス
の中でギャップはかけがえのない唯一無二のものとなる。

未来への憧憬

神戸大学　工学部　建築学科

木崎理沙

退院後の白血病患者は、他の病気よりも回復までにかなり長い時間を要する。また、病院
も自宅も、社会との関わりが薄くなってしまう。そこで提案するのは、家と病院の間をつ
なぐ、退院後の白血病患者が社会復帰まで過ごせる居場所。モノや空間をコミュニティで
共有しルールを決める「コモンズ」を取り入れ、患者は回復するとともに少しずつ人との
交流を取り戻していく。 

神楽の降下橋
～峡谷で舞う高千穂夜神楽～

日本大学　生産工学部　建築工学科

谷口真寛

宮崎県西臼杵郡高千穂町の峡谷に神楽を舞う舞台であり，境を繋ぐ橋を設計した。現代社
会の大勢は，この社会からカミそのものを排除する方向に動いているようにみえる。それ
は人間関係を柔らかく包み込んでいた緩衝材の消失であり，死後の世界との断絶である。
どこか息苦しさのある社会であるからこそ，私たちは目に見えぬものが人間関係を穏やか
に包み込むかつての世界観に改めて光を当ててみてもいいのではないか。

都市に伝統を繋ぐために

熊本大学　工学部　土木建築土木建築学科

田中 宏幸

近現代の工業化に伴い、都市部ではあまり見ることも無くなった伝統工芸。伝統工芸品は
手作業や自然由来の材料によるノイズにこそ魅力がある。都市空間にも様々なノイズが存
在するがこのノイズは不必要な物なのか。人の営みを感じることの出来るノイズはどちら
も魅力的であるに違いない。その両者を繋ぐことが伝統工芸と都市をつなぐきっかけにな
るのではないか。そこで都市における伝統工芸館の在り方を考える。

カドシタから拡がる図書館

熊本大学　工学部　土木建築学科

瀬山　華子

複合図書館の建て替え計画。施設をまちに馴染ませるために、周辺住宅のスケールを引用
したボリュームを、カドを共有しながら連結させていく。重なり合うカドによって生まれ
た空間に町の要素を取り込んだ「カドシタ空間」を計画し、カドから周辺へと計画を拡げ
ていくことで、施設内外や機能同士の境界が馴染んでいく。大きな箱になりがちな施設が、
小さな「カドシタ」から計画を始めることで、まちや人に馴染んでいく。

人吉遊水地計画
- 建築と土木の線を借りて -

熊本大学　工学部　土木建築学科

古井悠介

人吉では一昨年の豪雨災害を受け、田園に広さ 20ha・深さ８ｍの遊水地を作ることが決
定した。自然に対して合理的に引かれる土木の線は、人吉の日常と田園風景を壊す。人吉
の日常を再び彩るために、田園風景の記憶や、遊水地に生まれる生態系、建築、土木など
のいくつものレイヤーが遊水地に内で複層し合いながら計画を行う。
人吉の為の建築とは何か、土木の線とは何か。今一度立ち止まり見つめ直すことが大事で
ある。ここに人吉の風景や日常を受け継ぎながら計画される土木と建築の一線を超えた新
たな遊水地を提案する。
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石積みの道標

日本大学　生産工学部　建築工学科

清水杏

静岡県焼津市にある山村集落の中を通る旧東海道とされていた道は，今は登山道として多
くの登山人が行き交う。忘れられつつある場所の歴史と温泉などの登山人の居場所がない
状況から，集落景観をつくる重要な要素である石垣を活かした登山人の拠点を提案する。
登山で味わう感覚を空間に置き換え，登山人が疲れをとり交流するための場としてだけで
なく，周辺集落や地域の歴史を知る場として，この建築が人々を導く道標となる。

大地の子

大阪大学　工学部　地球総合工学科

中野雄介

ー今日的地形が広がる都市に築く三つの校庭ー
都市化が進み高密に詰まって人が住むことは魅力的だが、同時に失われるものもある。
真田山のそれは、大地と、そこを駆けまわる子供たちが織りなす空間だ。私は心底その
真田山の空間資本を守りたいと思った。そこで、都市の開発から取り残された上町台地の
起伏上に三つのコウテイをつくり、三つの子供たちのアジールとまちの公共空間を創る。

都市の水たまりを止揚する

明治大学　理工学部　建築学科

柳井智博

今後増え続けていくであろう災害対策施設を、人々の意識から除外されている現在の社会
的あり方を問う。目的としては、都市の雨水貯留槽の大きな空白に人が入るべきと考える
状況と、雨水貯留槽が人を遮断してしまっている状況の矛盾性を止揚する。今回対象とし
た敷地は渋谷駅東口地下ロータリーの地下部分と地上部分となる。このインフラ多数空間
に人と水と下水道処理施設が寄生していく。

－雨水貯留槽への接近－

使用都市の水たまりを止揚する

計画道路の計画

芝浦工業大学　建築学部　建築学科

小野塚裕

町が変わっていく時間に対して、そこを使う人間のライフスパンはあまりにも短い。 この
計画は事業化された計画道路に対して用地取得を終え、取り壊されてしまう住宅と 30~40
年間町に点在してしまう空地を PFI 制度を用いて公共施設に転換することで、一時的に失
われてしまう町の活気や暮らしを地域住民に還元させる計画である。道路が開通した後の
既存建築は切り離され、過去を連想させる痕跡として土地の記憶を残し続ける。

遭遇するぼっちーず

佐賀大学　理工学部　都市工学科

佐藤竜樹

ひとり焼き肉、ひとりカラオケなど増加するひとり空間。ひとり空間の需要は高まる一方
で、壁や仕切りで隔てられた空間によって、他者との関係性はより薄くなっていく。しか
し、そういった空間はひとり在り続けることで他者との繋がりの大切さをより一層強く感
じたりもするものだ。本提案では帰属集団との距離は保ちながら、他者と緩やかな接点を
持ち、ひとりと集団どちらでも選択出来るような場を提案する。
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